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(1)動物相の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の動物相の概要は、第 3.1-42 表のとおりである。既存資

料より合計 34 目 92 科 223 種の生息記録の情報が得られ、哺乳類が 21 種、鳥類が 86 種、

両生類が 4 種、魚類が 2 種、昆虫類が 96 種、陸産貝類が 14 種であった。 

なお、爬虫類と底生動物（淡水産貝類）については、対象事業実施区域及びその周囲に

おける生息情報はなかった。 

 

第 3.1-42表 動物相の概要 

分 類 
資料

No. 
確認種数 主な確認種 

哺乳類 

A2 6種 

7目13科21種 

ヒミズ、ユビナガコウモリ、ニホンザル、タヌキ、キ

ツネ、テン、ツキノワグマ、ハクビシン、ニホンジ

カ、カモシカ、ニホンリス、ハタネズミ、アカネズミ 

など 

A4 16種 
A5 5種 
A7 6種 
B2 5種 

鳥類 

A2 58種 

15目38科86種 

ヤマドリ、カルガモ、アオバト、バン、カッコウ、ヤ

マシギ、オオタカ、サシバ、クマタカ、フクロウ、ア

カゲラ、ハヤブサ、サンコウチョウ、アカモズ、ヒガ

ラ、トラツグミ、ベニマシコ、ホオアカ など 

A3 9種 
A6 57種 
B1 25種 

両生類 

A1 1種 

2目3科4種 クロサンショウウオ、トウホクサンショウウオ、トウ

キョウダルマガエル、モリアオガエル 
A4 2種 
A5 0種 
B2 4種 

爬虫類 

A1 0種 

0種 ※各既存資料ともに、対象事業実施区域及びその
周囲における生息に係る情報はない。 

A4 0種 
A5 0種 
B2 0種 

魚類 

A1 0種 

2目2科2種 タナゴ、ギバチ 
A4 0種 
A5 1種 
B2 1種 

昆虫類 

A1 13種 

4目28科96種 

アオイトトンボ、ルリボシヤンマ、アキアカネ、ハル

ゼミ、コオイムシ、ハンミョウ、ゲンゴロウ、クロハ

ナカミキリ、ルリカミキリ、キタキチョウ、ミドリシ

ジミ、アサギマダラ、オオムラサキ など 

A4 48種 
A5 31種 
B1 16種 

底生動物 
（淡水産貝類） 

A4 0種 
0種 ※各既存資料ともに、対象事業実施区域及びその

周囲における生息に係る情報はない。 A5 0種 

陸産貝類 
A4 14種 

4目8科14種 

ヤマキサゴ、ミジンヤマタニシ、ウゼンゴマガイ、ヒ

ダリマキゴマガイ、ケシガイ、ナミギセルガイ、ウラ

ジロベッコウ、ニッポンマイマイ、オオウケマイマイ 

など A5 0種 

合計 34目92科223種 

注：資料 No.は、第 3.1-40 表に示す既存資料 No.と対応する。  
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(2)動物の重要な種 

「（1）動物相の概要」で確認された 223 種の動物種について、第 3.1-43 表の選定根拠及

び第 3.1-44 表(1)～(2)の選定基準に基づき、学術上または希少性の観点からの重要な種を選

定した。 

動物の重要な種としては第 3.1-45 表(1)～(2)のとおり、合計 21 目 35 科 53 種が該当し、

哺乳類が 3 種、鳥類が 30 種、両生類は 3 種、魚類が 2 種、昆虫類が 12 種、陸産貝類が 3

種であった。これらの重要な種のうち、生息地が判明している昆虫類のオオルリハムシの

所在地は、第 3.1-25 図に示すとおりである。 

なお、爬虫類と底生動物（淡水産貝類）については、対象事業実施区域及びその周囲に

おける当該分類群の生息情報がなかったため、重要な種の選定も行っていない。 

 

第 3.1-43表 動物の重要な種の選定根拠 

法令、文献等 選定根拠 

法
令
に
よ
る
指
定 

Ⅰ 

「文化財保護法」 

（昭和25年5月30日 法律第214号） 

・特別天然記念物 

・国指定天然記念物 

「福島県文化財保護条例」 

（昭和45年7月21日 県条例第43号） 
・県指定天然記念物 

「福島市文化財保護条例」 

（昭和34年3月25日 市条例第7号） 
・市指定天然記念物 

Ⅱ 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

（平成4年6月5日 法律第75号） 

・国内希少野生動植物種 

・国際希少野生動植物種 

・特定第一種国内希少野生動植

物種 

・特定第二種国内希少野生動植

物種 

・緊急指定種 

Ⅲ 
「福島県野生動植物の保護に関する条例」 

（平成16年3月2日 県条例第23号） 
・特定希少野生動植物 

文
献
に
よ
る
指
定 

Ⅳ 
「環境省レッドリスト2018の公表について」 

（環境省自然環境局野生生物課、平成30年5月22日） 

・絶滅（EX） 

・野生絶滅（EW） 

・絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 

・絶滅危惧ⅠＡ類（CR） 

・絶滅危惧ⅠＢ類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 

Ⅴ 
「ふくしまレッドリスト 2017年版」 

（福島県生活環境部自然保護課、平成29年11月） 

・絶滅（EX） 

・野生絶滅（EW） 

・絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 

・絶滅危惧ⅠＡ類（CR） 

・絶滅危惧ⅠＢ類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 
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第 3.1-44表(1) 動物の重要な種の選定基準 

区分 選定基準 

Ⅰ 

特別天然記念物 国指定天然記念物のうち特に重要な記念物について指定する。 

国指定天然記念物 
国指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）及び植

物（自生地を含む。）で我が国にとって学術上価値の高いもの。 

県指定天然記念物 
県指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）及び植

物（自生地を含む。）で、県にとって学術上価値の高いもの。 

市指定天然記念物 
市指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物

（自生地を含む。）で、市にとって学術上価値の高いもの。 

Ⅱ 

国内希少野生動植物種 
その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であっ

て、政令で定めるもの。 

国際希少野生動植物種 
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植

物の種（国内希少野生動植物種を除く。）であって、政令で定めるもの。 

特定第一種 
 国内希少野生動植物種 

次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定

めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

特定第二種 
 国内希少野生動植物種 

次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定

めるものをいう。 

一 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又

はその種の個体の生息若しくは生育の環境が著しく悪化しつつあるものであ
ること。 

二 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこ

と。 
三 繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。 
四 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

緊急指定種 

環境大臣が、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物

の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときに指定する種。（指定公示

日の2日後から3年間） 

Ⅲ 特定希少野生動植物 

希少野生動植物であって、特に保護を図る必要があるもの。 

＜補 足＞ 

希少野生動植物とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種（亜種又は
変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。）であって、次の各号の
いずれかの事情にあるものをいう。 

一 その種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと。 
二 その種の個体の数が著しく減少しつつあること。 
三 その種の個体の生息地又は生育地が消滅しつつあること。 

四 その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあること。 
五 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情があること。 

Ⅳ 

絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。 

野生絶滅（EW） 飼育・栽培下でのみ存続している種。 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 絶滅の危機に瀕している種。 

 
絶滅危惧ⅠＡ類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 

絶滅危惧ⅠＢ類(EN) ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種。 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種。 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種。 

地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 
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第 3.1-44表(2) 動物の重要な種の選定基準 

区分 選定基準 

Ⅴ 

絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。 

野生絶滅（EW） 飼育・栽培下でのみ存続している種。 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 絶滅の危機に瀕している種。 

 
絶滅危惧ⅠＡ類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 

絶滅危惧ⅠＢ類(EN) ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種。 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種。 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種。 

地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 
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第 3.1-45表(1) 既存資料で確認された動物の重要な種 

分類 目名 科名 種名 既存資料 
指定状況 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

哺乳類 モグラ モグラ ミズラモグラ B2    NT DD 

(3種) コウモリ ヒナコウモリ ユビナガコウモリ B2     DD 

 ウシ ウシ カモシカ A4,A5,A7,B2 特天     

鳥類 ハト ハト アオバト A2,A6,B1     NT 

(30種) ツル クイナ バン B1     NT 

 カッコウ カッコウ カッコウ A2,A6     NT 

 ヨタカ ヨタカ ヨタカ A2    NT NT 

 チドリ チドリ タゲリ B1     NT 

  シギ ヤマシギ B1     DD 

   オオジシギ A6,B1    NT VU 

  タマシギ タマシギ A2    VU CR 

 タカ タカ ハイイロチュウヒ B1     NT 

   ハイタカ A2    NT NT 

   オオタカ B1    NT VU 

   サシバ A2,A6    VU NT 

   クマタカ B1  国内  EN EN 

 フクロウ フクロウ フクロウ A6     NT 

 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ B1     NT 

   コチョウゲンボウ B1     NT 

   チゴハヤブサ B1     VU 

   ハヤブサ B1  国内  VU VU 

 スズメ サンショウクイ サンショウクイ A2,B1    VU NT 

  カササギヒタキ サンコウチョウ A2,A6,B1     NT 

  モズ アカモズ B1    EN CR 

  ヒバリ ヒバリ A2,A6,B1     NT 

  ヨシキリ オオヨシキリ A6     NT 

   コヨシキリ A6     NT 

  キバシリ キバシリ B1     NT 

  ヒタキ マミジロ A2,B1     NT 

   トラツグミ A2,A6     NT 

   クロツグミ A2,A6,B1     NT 

   コサメビタキ A2,B1     NT 

  ホオジロ ホオアカ A2,A6,B1     VU 

   ノジコ A2,A6,B1    NT NT 

   コジュリン B1    VU NT 

両生類 有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ A4,B2    NT NT 

(3種)   クロサンショウウオ B2    NT NT 

 無尾 アカガエル トウキョウダルマガエル B2    NT NT 

魚類 コイ コイ タナゴ B2    EN EN 

(2種) ナマズ ギギ ギバチ A5    VU EN 
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第 3.1-45表(2) 既存資料で確認された動物の重要な種 

分類 目名 科名 種名 既存資料 
指定状況 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

昆虫類 カメムシ コオイムシ コオイムシ B1    NT  

(12種) コウチュウ オサムシ チョウカイヒメクロオサムシ B1     VU 

  ゲンゴロウ ゲンゴロウ B1    VU NT 

  コガネムシ オオチャイロハナムグリ B1    NT  

  ハムシ オオルリハムシ A1    NT NT 

   タグチホソヒラタハムシ B1     NT 

 チョウ セセリチョウ ギンイチモンジセセリ B1    NT  

   スジグロチャバネセセリ B1    NT  

  シジミチョウ クロミドリシジミ B1     NT 

   オオゴマシジミ A4,B1    NT CR+EN 

   ヒメシジミ A4,B1    NT  

  タテハチョウ オオムラサキ B1    NT  

陸産貝類 

(3種) 

オカミミガイ 

(原始有肺) 
ケシガイ ケシガイ A4    NT  

 マイマイ 

(柄眼) 
ベッコウマイマイ クリイロベッコウ A4    DD  

 
 

ニッポンマイマイ 

(ナンバンマイマイ) 
キヌビロウドマイマイ A4    NT  

合計：21目35科53種 - 1種 2種 0種 28種 43種 

注 1：分類･配列･種名については、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成 30 年度生物リス

ト）」（河川環境データベース/国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 
注 2：既存資料は、第 3.1-40 表に示す既存資料 No.と対応する。 
注 3：各指定状況の内容は略称であり、それぞれ以下のことを示す。 

Ⅰ / 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日 法律第 214 号） 
特天:特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:福島県指定天然記念物、 
市天:福島市指定天然記念物 

Ⅱ / 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5 日 法律第 75 号） 
国際:国際希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、特一:特定第一種国内希少野生動植物種、 
特二:特定第二種国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種 

Ⅲ / 「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成 16 年 3 月 2 日 県条例第 23 号） 
特定:特定希少野生動植物 

Ⅳ / 「環境省レッドリスト 2018 の公表について」（環境省自然環境局野生生物課、平成 30 年 5 月 22 日） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:地域個体群 

Ⅴ / 「ふくしまレッドリスト 2017 年版」（福島県生活環境部自然保護課、平成 29 年 11 月） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:地域個体群 
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第 3.1-25図 動物の重要な種の確認位置 

「第 2 回自然環境保全基礎調査－福島県動植
物分布図－」（環境庁、昭和 56 年） 
 より作成 

重要な種の確認位置 

昆虫類：オオルリハムシ 
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(3)動物の注目すべき生息地 

動物の注目すべき生息地は、第 3.1-46 表に挙げる法令及び文献その他の資料等で、動植

物の生息･生育の観点から自然環境の保全･保護に係る指定及び選定された地域とした。 

対象事業実施区域及びその周囲の動物の注目すべき生息地は、第 3.1-47 表及び第 3.1-26

図のとおり、「自然公園の特別地域」、「鳥獣保護区」、「重要野鳥生息地」の 3 件が該当し、

これらの指定及び選定された地域の一部が対象事業実施区域及びその周囲に所在する。 
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第 3.1-46表 調査範囲における動物の注目すべき生息地の所在状況 

法令、文献等 指定及び選定地域 所在状況 

法
令
に
よ
る
指
定 

「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条

約」（平成4年9月28日 条約7号） 
・自然遺産の区域 無し 

「文化財保護法」（昭和25年5月30日 法律第214
号） 

・特別天然記念物 
・天然記念物 
※但し、生息地に係る記念物 

無し 

「自然公園法」（昭和32年6月1日 法律第161号） ・特別地域 
磐梯朝日国立公園公

園特別地域（磐梯吾

妻・猪苗代地域） 

「自然環境保全法」（昭和47年6月22日 法律第85
号） 

・原生自然環境保全地域 
・自然環境保全地域 

無し 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律」（平成4年6月5日 法律第75号） 
・生息地等保護区 無し 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」（平成14年7月12日 法律第88号） 
・鳥獣保護区 
・特別保護地区 

水林鳥獣保護区 
（県指定） 

「保護林の再編・拡充について」（平成元年4月11
日付け 元林野経第25号林野庁長官通達） 

・森林生態系保護地域 
・生物群集保護林 
・希少個体群保護林 

無し 

「福島県立自然公園条例」（昭和33年4月1日 県条

例第23号） 
・特別地域 無し 

「福島県文化財保護条例」（昭和45年7月21日 県

条例第43号） 
・県指定天然記念物 
※但し、生息地に係る記念物 

無し 

「福島県自然環境保全条例」（昭和47年10月20日 

県条例第55号） 
・自然環境保全地域 無し 

「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成16
年3月2日 県条例第23号） 

・生息地等保護区 無し 

「福島市文化財保護条例」（昭和34年3月25日 市

条例第7号） 
・市指定天然記念物 
※但し、生息地に係る記念物 

無し 

文
献
そ
の
他
の
資
料
等
に
よ
る
選
定 

「第4回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報

告書（鳥類の集団繁殖地及び集団ねぐら）」（環境

庁自然環境局･（財）日本野鳥の会、平成6年3月） 
・当該資料の掲載地 無し 

「シギ・チドリ類渡来湿地目録」（環境庁自然保護

局野生生物課、平成9年9月8日） 
・当該資料の掲載地 無し 

「生物多様性保全上重要な湿地（重要湿地）」（環

境省HP、閲覧：平成30年12月） 
・当該資料の掲載湿地 無し 

「モニタリングサイト1000」 
（環境省自然環境局生物多様性センターHP、閲

覧：平成30年12月） 
・当該資料の掲載地 無し 

「日本の地形レッドデータブック 第1集 新装版」 
（小泉 武栄、青木 賢人、平成12年12月） 

・当該資料の掲載地形の

うち、動物や植物の生

育地として選定された

重要な地形 

無し 

「重要野鳥生息地（IBA）の保護指定状況」 
（（財）日本野鳥の会HP、閲覧：平成30年12月） 

・当該資料の掲載地 
（重要野鳥生息地） 

吾妻･磐梯サイト 
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第 3.1-47表 調査範囲における動物の注目すべき生息地の概況 

種類 名称 概要 

自然公園の特別地域 
磐梯朝日国立公園公園特別地域

（磐梯吾妻・猪苗代地域） 

指定日：昭和25年9月5日 
所在地：山形県米沢市、福島県福島市･郡山市･二本

松市･会津若松市･安達郡大玉村･耶麻郡北

塩原村･耶麻郡磐梯町･耶麻郡猪苗代町 
面 積：57,499ha（陸域のみ） 

内、特別保護地区：3,643ha 
内、第1種特別地域：6,399ha 
内、第2種特別地域：23,176ha 
内、第3種特別地域：24,281ha 

鳥獣保護区 水林鳥獣保護区（県指定） 

所 在 地：福島市 
面  積：21ha（内、特別保護地区はなし） 
指定区分：森林鳥獣生息地の保護区 
存続期間：平成47年10月31日まで 

重要野鳥生息地 吾妻･磐梯サイト 

所 在 地：山形県米沢市、福島県福島市･二本松市･

郡山市･安達郡大玉村･耶麻郡猪苗代町･

耶麻郡磐梯町･耶麻郡北塩原村 
面  積：29,000ha 
選定理由：ある１種の鳥類の分布域すべてもしくは

大半が１つのバイオーム（生物群系）に

含まれている場合で、そのような特徴を

もつ鳥類複数種が混在して生息する生息

地、もしくはその可能性がある生息地。 
「日本の国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「平成 30 年度 鳥獣保護区等位置図 福島県」（福島県 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「重要野鳥生息地（IBA）の保護指定状況」（（財）日本野鳥の会 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 
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第 3.1-26図 動物の注目すべき生息地 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土交通
省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成 30 年
12 月） 
「平成 30 年度鳥獣保護区等位置図」（福島県
HP、閲覧：平成 30 年 12 月）」 
「重要野鳥生息地（IBA）の保護指定状況」（（財）日
本野鳥の会 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 

自然公園の特別地域 

水林鳥獣保護区 

重要野鳥生息地 

 吾妻･磐梯サイト 

重要野鳥生息地 

 吾妻･磐梯サイト 

磐梯朝日国立公園公園 

（磐梯吾妻･猪苗代地域） 

特別地域 

鳥獣保護区 

重要野鳥生息地 

対象事業実施区域 
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2. 植物の生育及び植生の状況 

対象事業実施区域及びその周囲において生育が想定される植物種及び植生を把握するた

め、当該地域の自然特性等を勘案し、第 3.1-48 表に示す 6 件の文献その他の資料等（以下、

既存資料と称す）より当該地域の植物の生育情報の整理を行った。 

既存資料より植物種及び植生を把握する調査範囲は、前述の第 3.1-24 図に示す調査範囲

を基本とし、各既存資料の調査方法･整理内容に応じて、第 3.1-49 表に示す範囲で植物の生

育情報の抽出を行った。 
 

第 3.1-48表 植物の生育及び植生の状況を把握するための文献その他の資料等 

資料

No. 
    項目 

既存資料 

植物相 植生 

維管束 

植物 

非維管束 

植物 
植生 

巨樹･ 

巨木林 

A 

1 
「自然環境調査 Web-GIS 第2･3･5回自然環境保全基礎調査 
特定植物群落結果」（環境省自然環境局生物多様性センター
HP、閲覧：平成30年12月） 

  ●  

2 
「自然環境調査 Web-GIS 第4回自然環境保全基礎調査 巨
樹･巨木林調査結果及び第6回自然環境保全基礎調査 巨樹･
巨木林フォローアップ調査結果」（環境省自然環境局生物多
様性センターHP、閲覧：平成30年12月） 

   ● 

3 
「第6回･第7回自然環境保全基礎調査 植生調査 縮尺1/2.5
万植生図【土湯温泉、板谷】」（平成15年度作成 環境省自
然環境局生物多様性センター） 

  ●  

B 
「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれ
のある野生生物－（植物･昆虫･鳥類）」（福島県生活環境部
環境政策部、平成14年3月） 

● ●   

C 「福島市の文化財」（福島市HP、閲覧：平成30年12月）   ● ● 

E 「植物群落レッドデータ･ブック」（（財）日本自然保護協
会･（財）世界自然保護基金日本委員会、平成8年4月15日）   ●  

 

第 3.1-49表 既存資料での生育情報の抽出範囲 

資料

No. 
既存資料 生育情報の抽出範囲 

A 

1 
「自然環境調査 Web-GIS 第2･3･5回自然環境保全基礎調査 
特定植物群落結果」（環境省自然環境局生物多様性センター
HP、閲覧：平成30年12月） 

第3.1-24図に示す調査範囲で分布情報

がある特定植物群落 

2 

「自然環境調査 Web-GIS 第4回自然環境保全基礎調査 巨
樹･巨木林調査結果及び第6回自然環境保全基礎調査 巨樹･
巨木林フォローアップ調査結果」（環境省自然環境局生物多
様性センターHP、閲覧：平成30年12月） 

第3.1-24図に示す調査範囲で所在情報

がある巨樹･巨木林 

3 
「第6回･第7回自然環境保全基礎調査 植生調査 縮尺1/2.5
万植生図【土湯温泉、板谷】」（平成15年度作成 環境省自
然環境局生物多様性センター） 

第3.1-24図に示す調査範囲で分布情報

がある植物群落 

B 
「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれ
のある野生生物－（植物･昆虫･鳥類）」（福島県生活環境部
環境政策部、平成14年3月） 

調査範囲が含まれる10×10kmメッシ

ュ（564042：土湯温泉及び564052：板

谷）の確認情報及び福島市（市町村合

併前の福島市）、吾妻山系、吾妻連

峰、中通り地方で確認情報がある種 

C 「福島市の文化財」（福島市HP、閲覧：平成30年12月） 第3.1-24図に示す調査範囲で所在情報

がある立木又は樹林の記念物 

E 「植物群落レッドデータ･ブック」（（財）日本自然保護協会･
（財）世界自然保護基金日本委員会、平成8年4月15日） 

第3.1-24図に示す調査範囲で分布情報

がある植物群落 
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(1)植物相の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の植物相の概要は、第 3.1-50 表のとおりである。既存資

料の「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（植物･昆

虫･鳥類）」（福島県生活環境部環境政策部、平成 14 年 3 月）より 80 種の植物の生育記録の

情報が得られ、その内訳は維管束植物が 39 科 76 種、コケ植物が 4 目 4 科 4 種であった。 

 

第 3.1-50表 植物相の概要 

分 類 
資料

No. 
確認種数 主な確認種 

維
管
束
植
物 

シダ植物    3科5種 
ヒメスギラン、オオクジャクシダ、シラ

ビソ、アカメヤナギ、タカネナデシコ、

フクジュソウ、ウスバスミレ、 
ツガザクラ、カキツバタ、タマミクリ、

キンラン、アツモリソウ、トキソウなど 

裸子植物    2科2種 

被子植物 双子葉植物 離弁花類 
B 

17科28種 

  合弁花類 11科18種 

 単子葉植物   6科23種 

 合計   39科76種 

コケ植物 B 4目4科4種 
オオミズゴケ、クマノチョウジゴケ、ト

ガリバハマキゴケ、カサゴケ 
注：資料 No.は、第 3.1-48 表に示す既存資料 No.と対応する。 

 

 

(2)植生の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の現存植生は、第 3.1-51 表及び第 3.1-27 図に示すとおり、

41 種類の植生及び土地利用が分布する。 

調査範囲は、吾妻小富士山（標高 1,707m）の東側中腹（標高 1,100～1,050m 程度）から

その麓の扇状地面の低地（標高 250～200m 程度）を含み、標高差が約 900～800m 程度ある

ため、高山帯自然植生域からヤブツバキクラス域代償植生までの幅広い植生が分布する。

対象事業実施区域及びその西側の山頂方向はブナクラス域自然植生の「6：チシマザサ－ブ

ナ群団」、ブナクラス域代償植生の「18：クリ－ミズナラ群集、21：アカマツ群落（V）、

22：ススキ群団（V）」や「e：果樹園」が、対象事業実施区域の西側の山麓はヤブツバキ

クラス域代償植生の「25：クリ－コナラ群集」や植林地の「32：スギ・ヒノキ・サワラ植

林」及び「a：畑雑草群落」が、扇状地面の低地は「b：水田雑草群落」が主に見られる。 

対象事業実施区域は、「16：ヤマハンノキ群落、18：クリ－ミズナラ群集、21：アカマツ

群落（V）、22：ススキ群団（V）、25：クリ－コナラ群集、29：ツルヨシ群集、32：スギ・

ヒノキ・サワラ植林、33：カラマツ植林、a：畑雑草群落、e：果樹園、f：路傍・空地雑草

群落、g：牧草地、k：市街地」の 13 種類の植生及び土地利用が分布し、「22：ススキ群団

（V）、e：果樹園、g：牧草地」の 3 種類の植生及び土地利用が優占する。 
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第 3.1-51表 調査範囲に分布する植生及び土地利用 

植生区分名 集約群落名 群落名 

高山帯自然植生域 高山ハイデ及び風衝草原 1：高山ハイデ及び風衝草原 

 雪田草原 2：雪田草原 

コケモモ－トウヒクラス域 
自然植生 

亜高山帯針葉樹林 3：シラビソ－オオシラビソ群集、5：ダケカン

バ群集 

 高茎草原及び風衝草原 37：ササ群落（II） 

ブナクラス域自然植生 落葉広葉樹林 6：チシマザサ－ブナ群団、7：イヌシデ－アカ

シデ群落 

 冷温帯針葉樹林 8：クロベ－キタゴヨウ群落 

 渓畔林 9：ジュウモンジシダ－サワグルミ群集、11：
タマブキ－ケヤキ群集 

 沼沢林 12：ヤチダモ群落、13：ハンノキ群落（IV）、

14：ヤナギ高木群落（IV）、15：ヤナギ低木群

落（IV）、16：ヤマハンノキ群落 

 自然草原 38：ササ群落（IV） 

ブナクラス域代償植生 落葉広葉樹二次林 17：ブナ－ミズナラ群落、18：クリ－ミズナラ

群集、20：ケヤキ二次林、21：アカマツ群落

（V） 

 二次草原 22：ススキ群団（V） 

 伐採跡地群落 23：伐採跡地群落（V） 

ヤブツバキクラス域代償植生 落葉広葉樹二次林 25：クリ－コナラ群集 

河辺・湿原・塩沼地・ 
砂丘植生等 

湿原・河川・池沼植生 28：ヨシクラス、29：ツルヨシ群集、31：ヒル

ムシロクラス 

植林地、耕作地植生 植林地 32：スギ・ヒノキ・サワラ植林、33：カラマツ

植林、35：ニセアカシア群落 

 竹林 36：竹林 

 牧草地・ゴルフ場・芝地 g：牧草地、h：ゴルフ場・芝地 

 耕作地 a：畑雑草群落、b：水田雑草群落、e：果樹

園、f：路傍・空地雑草群落 

その他 市街地等 i：緑の多い住宅地、k：市街地、m：造成地、

r：自然裸地、w：開放水域 
注 1：群落名の”：”前の数字（**：）は、第 3.1-27 図の凡例の番号と対応する。 
注 2：群落名の太字･下線のものは、対象事業実施区域内に分布する植生を示す。 

「1/2.5 万現存植生図【土湯温泉、板谷】（平成 15 年度作成）」の GIS データ

（環境省自然環境局生物多様性センターHP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 
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第 3.1-27図 現存植生図 

「1/2.5 万現存植生図【土湯温泉、板谷】（平成
15 年度作成）」の GIS データ 
（環境省自然環境局生物多様性センターHP、
閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 

1 　高山ハイデ及び風衝草原

2 　雪田草原

3 　シラビソ－オオシラビソ群集

5 　ダケカンバ群集

6 　チシマザサ－ブナ群団

7 　イヌシデ－アカシデ群落

8 　クロベ－キタゴヨウ群落

9 　ジュウモンジシダ－サワグルミ群集

11　タマブキ－ケヤキ群集

12　ヤチダモ群落

13　ハンノキ群落（ＩＶ）

14　ヤナギ高木群落（ＩＶ）

15　ヤナギ低木群落（ＩＶ）

16　ヤマハンノキ群落

17　ブナ－ミズナラ群落

18　クリ－ミズナラ群集

20　ケヤキ二次林

21　アカマツ群落（Ｖ）

22　ススキ群団（Ｖ）

23　伐採跡地群落（Ｖ）

25　クリ－コナラ群集

28　ヨシクラス

29　ツルヨシ群集

31　ヒルムシロクラス

32　スギ・ヒノキ・サワラ植林

33　カラマツ植林

35　ニセアカシア群落

36　竹林

37　ササ群落（ＩＩ）

38　ササ群落（ＩＶ）

a 　畑雑草群落

b 　水田雑草群落

e 　果樹園

f 　路傍・空地雑草群落

g 　牧草地

h 　ゴルフ場・芝地

i 　緑の多い住宅地

k 　市街地

m 　造成地

r 　自然裸地

w 　開放水域

対象事業実施区域 
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(3)植物の重要な種及び重要な群落 

植物の重要な種及び重要な群落の選定根拠及び選定基準は、第 3.1-52 表及び第 3.1-53 表

(1)～(2)のとおりである。この選定根拠に基づき、「（1）植物相の概要」で確認された 80 種

の植物種に対し、学術上または希少性の観点からの重要な種の選定を行ったほか、対象事

業実施区域及びその周囲に所在する重要な群落の整理を行った。 

重要な植物種としては第 3.1-54 表(1)～(2)及び第 3.1-55 表のとおり、76 種が該当し、維

管束植物が 38 科 72 種、コケ植物が 4 目 4 科 4 種であった。 

重要な群落としては第 3.1-56 表及び第 3.1-28 図に示すとおり、対象事業実施区域の周囲

に「水林のアカシデ林」の一部が所在し、この群落は「特定植物群落」かつ「植物群落レ

ッドデータ･ブックの掲載群落」に該当する。なお、天然記念物（樹林指定）及び生息地等

保護区の指定を受けた群落は対象事業実施区域及びその周囲には確認されなかった。 
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第 3.1-52表 植物の重要な種及び重要な群落の選定根拠 

法令、文献等 選定根拠 

法
令
に
よ
る
指
定 

Ⅰ 

「文化財保護法」 
（昭和25年5月30日 法律第214号） 

・特別天然記念物 

・国指定天然記念物 

「福島県文化財保護条例」 
（昭和45年7月21日 県条例第43号） 

・県指定天然記念物 

「福島市文化財保護条例」 
（昭和34年3月25日 市条例第7号） 

・市指定天然記念物 

Ⅱ 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

（平成4年6月5日 法律第75号） 

・国内希少野生動植物種 

・国際希少野生動植物種 

・特定第一種国内希少野生動植

物種 

・特定第二種国内希少野生動植

物種 

・緊急指定種 

・生息地等保護区 

Ⅲ 
「福島県野生動植物の保護に関する条例」 
（平成16年3月2日 県条例第23号） 

・特定希少野生動植物 

・生息地等保護区 

文
献
に
よ
る
指
定 

Ⅳ 
「環境省レッドリスト2018の公表について」 
（環境省自然環境局野生生物課、平成30年5月22日） 

・絶滅（EX） 

・野生絶滅（EW） 

・絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 

・絶滅危惧ⅠＡ類（CR） 

・絶滅危惧ⅠＢ類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 

Ⅴ 
「ふくしまレッドリスト 2017年版」 
（福島県生活環境部自然保護課、平成29年11月） 

・絶滅（EX） 

・野生絶滅（EW） 

・絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 

・絶滅危惧ⅠＡ類（CR） 

・絶滅危惧ⅠＢ類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

・準絶滅危惧（NT） 

・希少（D） 

・注意（N） 

・未評価（NE） 

・情報不足（DD） 

・地域個体群（LP） 

Ⅵ 
「第5回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」 
（環境庁自然環境局生物多様性センター、平成12年3月） 

・特定植物群落 

Ⅶ 
「植物群落レッドデータ･ブック」 
（（財）日本自然保護協会･（財）世界自然保護基金日本委員

会、平成8年4月15日） 

・ランク１（R1） 

・ランク２（R2） 

・ランク３（R3） 

・ランク４（R4） 
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第 3.1-53表(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

区分 選定基準 

Ⅰ 

特別天然記念物 国指定天然記念物のうち特に重要な記念物について指定する。 

国指定天然記念物 
国指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）及び植

物（自生地を含む。）で我が国にとって学術上価値の高いもの。 

県指定天然記念物 
県指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）及び植

物（自生地を含む。）で、県にとって学術上価値の高いもの。 

市指定天然記念物 
市指定文化財の記念物うち、動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物

（自生地を含む。）で、市にとって学術上価値の高いもの。 

Ⅱ 

国内希少野生動植物種 
その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であっ

て、政令で定めるもの。 

国際希少野生動植物種 
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植

物の種（国内希少野生動植物種を除く。）であって、政令で定めるもの。 

特定第一種 
 国内希少野生動植物種 

次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定

めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

特定第二種 
 国内希少野生動植物種 

次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定

めるものをいう。 

一 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又

はその種の個体の生息若しくは生育の環境が著しく悪化しつつあるものであ
ること。 

二 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこ

と。 
三 繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。 
四 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

緊急指定種 

環境大臣が、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物

の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときに指定する種。（指定公示

日の2日後から3年間） 

生息地等保護区 
国内希少野生動植物種に指定されている種のうち、その生息・生育環境の保全を

図る必要があると認める地区であって、政令で定めるもの。 

Ⅲ 

特定希少野生動植物 

希少野生動植物であって、特に保護を図る必要があるもの。 

＜補 足＞ 
希少野生動植物とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種（亜種又は
変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。）であって、次の各号の

いずれかの事情にあるものをいう。 
一 その種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと。 
二 その種の個体の数が著しく減少しつつあること。 

三 その種の個体の生息地又は生育地が消滅しつつあること。 
四 その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあること。 
五 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情があること。 

生息地等保護区 

特定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を

図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生

息又は生育の状況を勘案してその特定希少野生動植物の保護のため重要と認める

もの。 

Ⅳ 

絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。 

野生絶滅（EW） 飼育・栽培下でのみ存続している種。 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 絶滅の危機に瀕している種。 

 
絶滅危惧ⅠＡ類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 

絶滅危惧ⅠＢ類(EN) ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種。 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種。 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種。 

地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 
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第 3.1-53表(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

区分 選定基準 

Ⅴ 

絶滅（EX） 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。 

野生絶滅（EW） 飼育・栽培下でのみ存続している種。 

絶
滅
危
惧 

絶滅危惧Ⅰ類（CR+EN） 絶滅の危機に瀕している種。 

 
絶滅危惧ⅠＡ類(CR) ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 

絶滅危惧ⅠＢ類(EN) ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

絶滅危惧Ⅱ類（VU） 絶滅の危険が増大している種。 

準絶滅危惧（NT） 存続基盤が脆弱な種。 

希少（D） 個体数が少ないもしくは生育地が限られている種および亜種・変種。 

注意（N） 注意すべき種および亜種・変種。 

未評価（NE） 評価できなかった種および亜種・変種。 

情報不足（DD） 評価するだけの情報が不足している種。 

地域個体群（LP） 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 

Ⅵ 特定植物群落 

原生林、湿原植物群落、高山植物群落、社寺林、武蔵野の雑木林のように郷
土景観を代表する植物群落など、学術上重要な群落、保護を要する群落等。
以下の選定基準に該当する群落。 

＜選定基準＞ 
A：原生林若しくはそれに近い自然林 
B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 
C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布

限界になる産地に見られる植物群落または個体群 
D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊

な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的
なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの 
F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長

期にわたって伐採等の手が入っていないもの 
G：乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなる

おそれのある植物群落または個体群 
H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

Ⅶ 

ランク１（R1） 緊急に対策必要。緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する。 

ランク２（R2） 対策必要。対策を講じなければ群落の状態が徐々に悪化する。 

ランク３（R3） 破壊の危惧。現在は保護対策の功を奏しているが、将来は破壊の危惧が大きい。 

ランク４（R4） 要注意。当面、新たな保護対策は必要としない（監視必要）。 

 

  



3.1-83 

(89) 

 

第 3.1-54表(1) 既存資料で確認された植物の重要な種【維管束植物】 

分類 科名 種名 既存資料 
指定状況 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

シダ植物  ヒカゲノカズラ ヒメスギラン B     VU 

   コスギラン B     NT 

  オシダ オオクジャクシダ B     NT 

   ヒメイタチシダ B     NT 

  メシダ ウサギシダ B     NT 

裸子植物  マツ シラビソ B     NT 

  ヒノキ ミヤマネズ B     NT 

被子植物 双子葉植物 ヤナギ アカメヤナギ B     NT 

 離弁花類 タデ ナガバノウナギツカミ B    NT CR 

  ナデシコ タカネナデシコ B     NT 

   タカネツメクサ B     NT 

   ワダソウ B     VU 

  クスノキ ヤマコウバシ B     NT 

  キンポウゲ フクジュソウ（広義） B     VU 

   バイカオウレン B     VU 

   バイカモ B     VU 

  ボタン ヤマシャクヤク B    NT VU 

  ケシ ジロボウエンゴサク B     DD 

   ツルキケマン B    EN VU 

  アブラナ オクヤマガラシ B     DD 

  ベンケイソウ コベンケイソウ B     EN 

   オオチチッパベンケイ B    EN EN 

  ユキノシタ フキユキノシタ B     VU 

  バラ オオタカネイバラ B     VU 

   ベニバナイチゴ B     NT 

  マメ ツガルフジ B     DD 

   エビラフジ B     DD 

  ニシキギ ヒロハツリバナ B     NT 

  スミレ ウスバスミレ B     NT 

  ヒシ ヒメビシ B    VU EX 

  セリ ハナビゼリ B     EN 

   セリモドキ B     NT 

被子植物 双子葉植物 イワウメ イワウメ B     VU 

 合弁花類 イチヤクソウ カラフトイチヤクソウ B    VU DD 

  ツツジ イソツツジ B     NT 

   アオノツガザクラ B     NT 

   ツガザクラ B     VU 

   オオバツツジ B     NT 

   マルバウスゴ B     EN 

  サクラソウ サクラソウ B    NT EN 

  リンドウ オヤマリンドウ B     NT 

   イヌセンブリ B    VU VU 

  アカネ オオアカネ B     DD 

  ナス ヤマホロシ B     NT 

  ゴマノハグサ ヤマクワガタ B     NT 
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第 3.1-54表(2) 既存資料で確認された植物の重要な種【維管束植物】 

分類 科名 種名 既存資料 
指定状況 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

被子植物 双子葉植物 スイカズラ クロミノウグイスカグラ B     NT 

 合弁花類  コバノガマズミ B     NT 

   キバナウツギ B     NT 

  マツムシソウ マツムシソウ(広義) B     EN 

  キク タカサゴソウ B    VU EN 

被子植物 単子葉植物 アヤメ カキツバタ B    NT VU 

  ホシクサ ホシクサ B     VU 

   アズマホシクサ B    VU NT 

  イネ ヒメカミザサ B     DD 

  ミクリ タマミクリ B    NT VU 

  カヤツリグサ ヤマタヌキラン B     NT 

   タカネハリスゲ B    NT VU 

   ダケスゲ B    VU EN 

   ヒロハイッポンスゲ B    EN EN 

   キンスゲ B     NT 

  ラン キンセイラン B    VU CR 

   キンラン B    VU VU 

   トケンラン B    VU EN 

   アツモリソウ B    VU CR 

   キバナノアツモリソウ B    VU DD 

   イチヨウラン B     EN 

   フタバラン B     VU 

   カモメラン B    NT CR 

   コケイラン B     VU 

   トキソウ B    NT NT 

   ヤマトキソウ B     VU 

   ヒロハトンボソウ B    VU VU 

合計：38科72種 - 0種 0種 0種 23種 72種 

注 1：分類･配列･種名については、主に「河川水辺の国勢調査のための生物リスト（平成 30 年度生物リス

ト）」（河川環境データベース/国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 
注 2：既存資料は、第 3.1-48 表に示す既存資料 No.と対応する。 
注 3：各指定状況の内容は略称であり、それぞれ以下のことを示す。 

Ⅰ / 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日 法律第 214 号） 
特天:特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:福島県指定天然記念物、 
市天:福島市指定天然記念物 

Ⅱ / 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5 日 法律第 75 号） 
国際:国際希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、特一:特定第一種国内希少野生動植物種、 
特二:特定第二種国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種 

Ⅲ / 「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成 16 年 3 月 2 日 県条例第 23 号） 
特定:特定希少野生動植物 

Ⅳ / 「環境省レッドリスト 2018 の公表について」（環境省自然環境局野生生物課、平成 30 年 5 月 22 日） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:地域個体群 

Ⅴ / 「ふくしまレッドリスト 2017 年版」（福島県生活環境部自然保護課、平成 29 年 11 月） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:地域個体群 
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第 3.1-55表 既存資料で確認された植物の重要な種【コケ植物】 

分類 目名 科名 種名 既存資料 
指定状況 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

蘚苔類 ミズゴケ ミズゴケ オオミズゴケ B    NT B 

 キセルゴケ キセルゴケ クマノチョウジゴケ B     D 

 センボンゴケ センボンゴケ トガリバハマキゴケ B     A 

 ホンマゴケ ハリガネゴケ カサゴケ B     D 

合計：4目4科4種 - 0種 0種 0種 1種 4種 

注 1：分類･配列･種名については、主に「日本の野生植物 コケ」（平成 13 年 2 月、平凡社）に準拠した。 
注 2：既存資料は、第 3.1-48 表に示す既存資料 No.と対応する。 
注 3：各指定状況の内容は略称であり、それぞれ以下のことを示す。 

Ⅰ / 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日 法律第 214 号） 
特天:特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:福島県指定天然記念物、 
市天:福島市指定天然記念物 

Ⅱ / 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5 日 法律第 75 号） 
国際:国際希少野生動植物種、国内:国内希少野生動植物種、特一:特定第一種国内希少野生動植物種、 
特二:特定第二種国内希少野生動植物種、緊急:緊急指定種 

Ⅲ / 「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成 16 年 3 月 2 日 県条例第 23 号） 
特定:特定希少野生動植物 

Ⅳ / 「環境省レッドリスト 2018 の公表について」（環境省自然環境局野生生物課、平成 30 年 5 月 22 日） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、DD:情報不足、LP:地域個体群 

Ⅴ / 「ふくしまレッドリスト 2017 年版」（福島県生活環境部自然保護課、平成 29 年 11 月） 
EX:絶滅、EW:野生絶滅、CR+EN:絶滅危惧 I 類、CR:絶滅危惧 IA 類、EN:絶滅危惧 IB 類、 
VU:絶滅危惧Ⅱ類、NT:準絶滅危惧、D:希少、N:注意、NE:未評価、DD:情報不足、LP:地域個体群 

 

第 3.1-56表 既存資料で確認された重要な群落 

名称 既存資料 
指定状況 

備考 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ Ⅶ 

水林のアカシデ林 A1,E    特H R1 
相観区分：冷温帯夏緑広葉高木林 
面  積：5.00ha 

合計 ： 1件 - 0件 0件 0件 1件 1件 - 
注 1：既存資料は、第 3.1-48 表に示す既存資料 No.と対応する。 
注 2：各指定状況の内容は略称であり、それぞれ以下のことを示す。 

Ⅰ / 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日 法律第 214 号） 
特天:特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:福島県指定天然記念物、 
市天:福島市指定天然記念物 

Ⅱ / 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5 日 法律第 75 号） 
○:生息地等保護区 

Ⅲ / 「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成 16 年 3 月 2 日 県条例第 23 号） 
○:生息地等保護区 

Ⅵ / 「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁自然環境局生物多様性センター、

平成 12 年 3 月） 
特 A：原生林若しくはそれに近い自然林、特 B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落

または個体群、特 C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界に

なる産地に見られる植物群落または個体群、特 D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高

山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの、

特 E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの、特 F：過去において

人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないも

の、特 G：乱獲その他人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物

群落または個体群、特 H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 
Ⅶ / 「植物群落レッドデータ･ブック」（（財）日本自然保護協会･（財）世界自然保護基金日本委員会、平

成 8 年 4 月 15 日） 
R1：要注意、R2：破壊的な危惧、R3：対策必要、R4：緊急に対策が必要 
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第 3.1-28図 重要な群落の分布位置 

重要な群落位置 

「第 2･3･5 回自然環境保全基礎調査 特定植物
群落調査（福島県）」（環境省自然環境局生物
多様性センターHP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 

水林のアカシデ林 

対象事業実施区域 
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(4)巨樹・巨木林・天然記念物 

対象事業実施区域及びその周囲における巨樹･巨木林･天然記念物（立木指定）の分布状

況は、第 3.1-57 表及び第 3.1-29 図に示すとおり、対象事業実施区域の周囲に福島市指定の

「慈徳寺の種まき桜」の天然記念物が所在する。なお、国及び県が指定した天然記念物及

び自然環境保全基礎調査結果で掲載された巨樹･巨木林は、調査範囲に所在しない。 

 

第 3.1-57表 既存資料で確認された巨樹･巨木林･天然記念物 

名称 既存資料 
指定状況 

備考 
イ ロ 

慈徳寺の種まき桜 C 市天  

指定日：昭和45年10月3日 
所在地：福島市佐原字寺前9番地 
解 説：推定樹齢250～300年、花が咲き始

めると苗代に種をまいていたた

め、この名で親しまれる樹木 

合計 ： 1件 - 1件 0件 - 
注 1：既存資料は、第 3.1-48 表に示す既存資料 No.と対応する。 
注 2：各指定状況の内容は略称であり、それぞれ以下のことを示す。 

イ / 「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日 法律第 214 号） 
特天:特別天然記念物、国天:国指定天然記念物、県天:福島県指定天然記念物、 
市天:福島市指定天然記念物 

ロ / 「「自然環境調査 Web-GIS 第 4 回自然環境保全基礎調査 巨樹･巨木林調査結果及び第 6 回自然環境

保全基礎調査 巨樹･巨木林フォローアップ調査結果」（環境省自然環境局生物多様性センターHP、
閲覧：平成 30 年 12 月） 
●:巨樹、▲:巨木林 
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第 3.1-29図 巨樹･巨木林･天然記念物の位置 

慈徳寺の種まき桜 

「福島市の文化財」（福島市 HP、閲覧：平成
30 年 12 月） 
 より作成 

天然記念物（福島市指定） 

対象事業実施区域 
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3. 生態系の状況 

生態系の状況については、生物の生息･生育基盤となっている地形条件と植生条件を重ね

合わせることにより自然環境の類型区分を行い、生態系の概略を把握した。 

 

(1)環境類型区分 

環境類型区分図は、動物や植物の生息･生育環境として関連が強いと考えられる①地形分

類図、②現存植生図、③地形図を重ね合わせ、地形･水系･植生等の環境構成要素の連続性

や規模と人的係わりの程度を考慮して自然環境を区分し、作成した。 

対象事業実施区域及びその周囲における自然環境の類型区分は、第 3.1-58 表及び第 3.1-

30 図に示すとおり、全体で 12 類型に大きく分類され、山地及び低地はそれぞれ 5 類型、

河川は 2 類型に区分される。また、対象事業実施区域及びその周囲では、「山地の樹林環

境」、「山地の草地環境」、「山地の畑地環境」、「渓流環境」の 4 類型がみられる。 
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第 3.1-58表 環境類型区分の概要 

No 環境類型区分 地形区分の概況 植生区分の概況 
生息･生育基盤

の種類 

1 

山地 

樹林環境 

・定高性山地で壮年山地 
・標高 1,100～200m程度 
・起伏量*400m/Km2 以内 

チシマザサ－ブナ群団、クロベ－キ

タゴヨウ群落、ヤマハンノキ群落、

ブナ－ミズナラ群落、クリ－ミズナ

ラ群集、アカマツ群落（Ⅴ）、クリ

－コナラ群集、スギ・ヒノキ・サワ

ラ植林、カラマツ植林 など 

樹林地 

2 草地環境 

ススキ群団（Ⅴ）、伐採跡地群落

（Ⅴ）、ササ群落（Ⅳ）、路傍・空

地雑草群落、牧草地 など 乾性草地 

3 畑地環境 
畑雑草群落、果樹園、緑の多い住宅

地 など 

4 集落環境 市街地、造成地 ― 

5 池沼環境 
ヤ チ ダ モ 群 落 、 ハ ン ノ キ 群 落

（Ⅳ）、ヨシクラス、ツルヨシ群

集、ヒルムシロクラス、開放水域 
水域･水辺 

6 

低地 

樹林環境 

・扇状地 
・標高 250～200m程度 
・傾斜 3°未満 

アカマツ群落（Ⅴ）、クリ－コナラ

群集、スギ・ヒノキ・サワラ植林、

ニセアカシア群落、竹林 など 
樹林地 

7 草地環境 
ススキ群団（Ⅴ）、伐採跡地群落

（Ⅴ）、路傍・空地雑草群落、牧草

地、ゴルフ場・芝地、 など 乾性草地 

8 畑地環境 畑雑草群落、果樹園、緑の多い住宅地 

9 水田環境 水田雑草群落 湿性草地 
10 集落環境 市街地 ― 

11 

河川 

渓流環境 ・山地の谷間を流れる 

ジュウモンジシダ－サワグルミ群

集、タマブキ－ケヤキ群集、ヤナギ

高木群落（Ⅳ）、ヤマハンノキ群

落、ケヤキ二次林、ススキ群団

（Ⅴ）、ツルヨシ群集、ササ群落

（Ⅳ）、自然裸地、開放水域 など 
水域･水辺 

12 河川環境 
・低地の開けた扇状地面を

流れる。 

ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木

群落（Ⅳ）、アカマツ群落（Ⅴ）、

ススキ群団（Ⅴ）、クリ－コナラ群

集、ツルヨシ群集、ニセアカシア群

落、路傍・空地雑草群落、自然裸

地、開放水域 など 

※：起伏量とは一定範囲の標高の最高点と最低点との差を示す。 
注：環境類型区分の名称に太字･下線のものは、対象事業実施区域及びその近隣に分布する類型区分を示す。 
 

「1/2.5 万現存植生図【土湯温泉、板谷】（平成 15 年度作成）」の GIS データ

（環境省自然環境局生物多様性センターHP、閲覧：平成 30 年 12 月）、 
「土地分類基本調査 地形分類図【福島】（福島県、昭和 57 年 3 月）、 
「2 万 5 千分の 1 地形図【土湯温泉、板谷】」（国土地理院、平成 23･30 年） 
 より作成 
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第 3.1-30図 環境類型区分 

「1/2.5 万現存植生図【土湯温泉、板谷】（平成
15 年度作成）」の GIS データ（環境省自然環
境局生物多様性センターHP、閲覧：平成 30 年
12 月）、「土地分類基本調査 地形分類図【福
島】（福島県、昭和 57 年 3 月）、「2 万 5 千分の
1 地形図【土湯温泉、板谷】」（国土地理院、平
成 23･30 年）、「地理院地図（電子国土 Web）」
（国土地理院 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
 より作成 

山地の樹林環境 

山地の草地環境 

山地の畑地環境 

山地の集落環境 

山地の池沼環境 

渓流環境 

低地の樹林環境 

低地の草地環境 

低地の畑地環境 

低地の集落環境 

低地の池沼環境 

河川環境 

対象事業実施区域 
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(2)生態系の概要 

地域の生態系（動植物群）を総合的に把握するために、文献その他の資料により把握し

た対象事業実施区域及びその周囲の環境と生物種を基に、「生物とその生息環境の関わり」

及び「生物相互の関係」について代表的な生物種等を選定し、第 3.1-31 図に示す食物連鎖

の概要として整理した。 

対象事業実施区域及びその周囲は、吾妻山麓の東側に位置する山地地形である。その大

部分は樹林地が占めており、草地及び畑地が散在する。谷部はそれぞれ河川となり、山地

渓流の様相を呈する。河川以外の水域として、南側に比較的規模の大きな止水環境である

女沼が存在する。 

対象事業実施区域及びその周囲は、標高 450m～800m 程に位置し、草地及び畑地がまと

まって存在する。標高の高い中央より西側のエリアにススキ群団、牧草地といった草地が

広がり、標高の低い東側エリアは主に果樹園で構成される畑地である。これら草地、畑地

の周囲は、針葉樹であるアカマツ群落やヤマハンノキ群落、クリーミズナラ群集といった

落葉広葉樹林となっている。草地には所々、防風林としてカラマツ植林が存在する。水域

は、対象事業実施区域より北側に須川、中央エリアに白津川及び鍛冶屋川、南側に塩ノ川

が存在する。 

上記を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲は、「山地の樹林、草地、畑地」と山間地

を流れる渓流の環境を中心とした生態系が成立していると考えられる。 

樹林環境では下位の消費者である、主にアカマツ群落、ヤマハンノキ群落等に生息する

樹林性の昆虫が、ヒミズ、アカネズミ等の小型哺乳類やアカゲラ、ヤマガラ等の樹林性の

小型鳥類に捕食される。小型哺乳類や小型鳥類は、さらに上位の消費者であるタヌキ、テ

ン等の雑食または肉食性哺乳類やクマタカ等の猛禽類に捕食される生態系が構成されてい

ると考えられる。なお、草食性大型哺乳類であるカモシカ、ニホンジカは、生産者である

植物を直接摂取し、食物連鎖の中で上位に位置している。 

草地環境や畑地環境では、下位の消費者である草地性の昆虫類が、トウホクサンショウ

ウオやモリアオガエル等の両生類やヒバリ、ホオジロ等の草地性鳥類に捕食され、これら

が上位の消費者であるオオタカ、サシバ等の猛禽類やタヌキ、テン等の哺乳類に捕食され

る生態系が考えられる。 

渓流環境では、水生昆虫類が魚類に捕食され、魚類はカワセミ等の魚食性鳥類に捕食さ

れる生態系が構成されていると考えられる。 
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第 3.1-31図 対象事業実施区域及びその近隣における食物連鎖の概要 

 

魚食性鳥類 
カワセミ等 

魚類 

水生昆虫類 

シオカラトンボ等 

植物プランクトン 
コケ、水生植物 

猛禽類、雑食・肉食性哺乳類 
クマタカ、オオタカ、サシバ、タヌキ、テン 

草食性鳥類 
ヒバリ 
ホオジロ 

樹林性鳥類 
アカゲラ 
ヤマガラ 

両生類 

トウホクサンショウウオ 
モリアオガエル 

ススキ群団 
牧草地 

 

草食性大型哺乳類 

カモシカ、ニホンジカ 

小型哺乳類 
ヒミズ 

アカネズミ 

昆虫類 
ジャノメチョウ、ハルゼミ、アラメハナカミキリ等 

アカマツ群落 
ヤマハンノキ群落 

クリーミズナラ群集等 

上
位
消
費
者 

下
位
消
費
者 

生
産
者 

果樹園 

山 地 

水域･水辺 乾性草地 

樹林環境 
類
型
区
分 

地
形 

渓流環境 草地環境 畑地環境 

樹林地 基
盤 
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

1. 景観の状況 

対象事業実施区域は福島県中通りの北部に位置し、西には磐梯朝日国立公園や東吾妻山

がある。 

 

(1)主要な眺望点の状況 

対象対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、第 3.1-59 表(1)～(2)及び第 3.1-32

図のとおりである。 

 

第 3.1-59表(1) 主要な眺望点 

名称 概要 

磐梯吾妻スカイライン 

高湯温泉と土湯峠を結ぶ、全長約 29km、最高標高 1,622m の観光道路。吾妻連

峰を縫うように走る、まさに“空を走る道”。眼下には福島の街並みが広がり、

作家井上靖氏が命名した「吾妻八景」に代表される景勝地が続く。日本の道百

選にも選ばれ、春の“雪の回廊”から秋の紅葉まで、季節毎に雄大で変化に富

んだ様々な景色を展開する。 

東吾妻山 
山頂からは磐梯山や猪苗代湖、一切経山、吾妻小富士などの大パノラマを楽し

むことができる。 

115 号沿道眺望点 1 国道 115 号は、福島県相馬市から同県耶麻郡猪苗代町に至る一般国道で、福島

市から猪苗代町の区間は土湯街道と呼ばれている。「道の駅つちゆ」から西へ向

かう区間は安達太良山の山塊の北斜面を通過しており、橋梁部や沿道の駐車ス

ペース等から北側への眺望がある。 
115 号沿道眺望点 2 

あづま総合運動公園 1 
あづま球場・軟式野球場・総合体育館・陸上競技場・テニスコート・室内プー

ル・多目的運動広場・木陰広場・サイクルスポーツ広場など充実した運動公

園。また自然豊かな環境にあり春には桜、初夏にはやまゆりが綺麗に咲き競

う。無料の大駐車場も完備。宿泊施設・レストランもある。 あづま総合運動公園 2 

四季の里 

平成 7 年 7 月にオープンした中世ヨーロッパ風の大規模な農村公園。園内には

工芸館・農村いちば・農園レストラン・いなか亭・水車小屋・わんぱく広場・

ハーブ園・じゃぶちゃぷ池などがあり、工芸館ではこけしの絵付け、ガラス工

芸などが体験でき大人から子供まで楽しめる施設になっている。 

アンナガーデン 
福島の西部、吾妻連峰の山麓に位置するアンナガーデンは聖アンナ教会を中心

に地ビールレストラン・ヨーロッパ家具・おしゃれな雑貨などを扱うお店が揃

っているスポット。 

地蔵原堰堤 

阿武隈川水系荒川の下流に広がる扇状地の扇頂部に位置する。堤長 74m 堤高

8.7m、表面石積の重力式コンクリート造堰堤の両脇に、土堤を築いたもので、

下流側には副堰堤を付ける。阿武隈川改修工事の一環として最初に建設された

基幹的役割を担う砂防堰堤。 

女沼 

土湯温泉から徒歩 60 分。山津波で生まれたといわれる高原の 2 つの沼で、女沼

へは車でも行くことができる。男沼から仁田沼を抜けて女沼を結ぶルートは、

遊歩道が整備され、新緑や紅葉の季節にはハイキングに訪れる人が多い。新

緑・深緑・紅葉の時期に加えて、5 月上旬から下旬にかけては、女沼を見下ろ

す位置にあるつつじ山公園で咲き誇るヤマツツジを見ることができる。 

野地温泉 
東北の代表的美湯のひとつに数えらる、胃腸の名湯として名高い効能を持つ温

泉。 
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第 3.1-59表(2) 主要な眺望点 

名称 概要 

水林自然林 

土湯温泉から約 5km、四季の里に隣接し自然林と清流に囲まれた遊歩道があり

森林浴にも最適の場所である。夏から秋にはキャンプや芋煮会など多くの来訪

者で賑わう。また、「荒川資料室」が併設されており、写真、パネルなどで先人

の知恵である「霞堤」や荒川の河川・砂防事業や沿川の史跡などを紹介するほ

か、荒川水系の立体模型を展示している。 

土湯温泉 
荒川の上流にあり、豊富な湯量と約 10 種類もの泉質を持つ温泉郷。川沿いに宿

が並び、温泉情緒を満喫できる。さらに奥にある土湯峠温泉郷には、野地・新

野地・鷲倉・幕川の各温泉があり、秘湯ムードを堪能できる 

「福島市の総合観光情報ナビ こらんしょふくしま」（福島市 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「日本の国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「二本松市観光連盟」（二本松市観光連盟 HP、閲覧：平成 30 年 12 月）） 
「文化遺産オンライン」（文化庁 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「野地温泉ホテル」（野地温泉ホテル HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
現地確認（平成 30 年 12 月 11 日） 

より作成 
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第 3.1-32図 主要な眺望点の位置  

「福島市の総合観光情報ナビ こらんしょふくし
ま」（福島市 HP、閲覧：平成 30 年 12 月） 
「日本の国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 30 年
12 月） 
「二本松市観光連盟」（二本松市観光連盟 HP、閲
覧：平成 30 年 12 月）） 
「文化遺産オンライン」（文化庁 HP、閲覧：平成
30 年 12 月） 
「野地温泉ホテル」（野地温泉ホテル HP、閲覧：
平成 30 年 12 月） 

より作成 
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(2)景観資源の状況 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による景観資源

は、第 3.1-60 表(1)～(2)及び第 3.1-33 図のとおり、64 件の景観資源が所在する。 

 

第 3.1-60表（1） 景観資源 

番号 区 分 名 称 

1 火山群 吾妻火山群 

2  安達太良火山群 

3 火山 吾妻小富士 

4  高山 

5  鬼面山 

6  安達太良山（乳首山） 

7  一切経山 

8  東吾妻山 

9  東大嶺 

10  箕輪山 

11  継森 

12  中吾妻山 

13  中大嶺 

14  昭元山 

15  烏帽子山 

16  ニセ烏帽子山 

17  家形山 

18 火山性高原 惣八郎原 

19  赤木平高原 

20  しゃくなげ平（僧悟台） 

21  景場平高原 

22  沼尻高原 

23  東大嶺 

24 火口・カルデラ 吾妻小富士火口 

25  桶沼（火口） 

26  沼ノ平爆裂火口 

27 噴泉 野地温泉 

28 非火山性孤峰 栗子山 

29  信夫山 

30 節理 溶岩流の板状節理 

31  レークライン道路下の節理 

32 岩脈 穴原の第三漣痕 

33 地すべり低断層崖 黄金坂の活断層崖 
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第 3.1-60表（2） 景観資源 

番号 区 分 名 称 

34 峡谷・渓谷 浅見川渓谷 

35  阿武隈渓谷 

36  鳥山の阿武隈渓谷 

37  摺上渓谷 

38  不動沢渓谷（つばくろ谷） 

39  蓬莱峡（阿武隈渓谷） 

40  湯川渓谷 

41  鳥川渓谷（安達太良渓谷） 

42  中津川渓谷 

43  黒骨八丁・白骨八丁・ザラ八丁（中津川渓谷下部） 

44  唐松川渓谷 

45 断崖・岩壁 大日岩・蓬莱岩 

46  屏風岩 

47 滝 幕滝 

48  三階滝 

49  八幡滝 

50  銚子ヶ滝 

51  遠藤ヶ滝 

52  白糸の滝 

53  大滝 

54  達沢不動滝 

55 湖沼 桶沼 

56  女沼 

57  男沼 

58  鎌沼 

59  五色沼 

60 湿原 浄土平 

61  鳥子平 

62  景場平 

63  姥ヶ原 

64  谷地平湿原 
注：表中の番号は、第 3.1-33 図の図中の番号に対応する。 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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第 3.1-33図 景観資源の位置 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 福島県自然
環境情報図」（環境庁、平成元年） 

より作成 


